
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第 2216 号   横浜港南ロータリークラブ会報 

2021 年 12 月 1 日（水） 第 2460 回例会報告 

 

◎司 会               淺井英明会員 

◎ロータリーソング         「奉仕の理想」 

◎ソングリーダー              CD で流す 

◎ゲスト NPO法人 RSPファクトリーJAPAN理事長 

細川栄一様 

◎ビジター  セブポートセンターRC 小池雅生様 

◎出席報告              阿曽輝彦委員 

会員数  出席者数 出席率 前回 

修正率 

前月 

平均率 

26(2)名 19(1)名 73.1％ ―  74.4％ 

（  ）内は出席免除会員 

 

◎会長報告             大井和子会長 

皆さま、こんにちは。まず、本日のゲストとビジ

ターのご紹介です。本日のゲストは特定非営利

活動法人 RSP ファクトリーJAPAN 理事長 細川

栄一様、そしてビジターはセブポートセンターロ

ータリークラブ 小池雅生様です。お二方、ようこ

そ、おいでくださいました。 

 11 月 26 日、27 日、両日にわたり、地区大会が

ありました。26 日は会長、幹事、女性会員を対

象にした内容で、評論家大宅映子氏の講演が

ありました。27 日は会員全員を対象にしたもの

で、当クラブからも参加がありました。参加され

た皆様、お疲れさまでした。27 日は、地区全体

の活動報告として青少年奉仕委員会方インター

アクト、ローターアクトの活動紹介や米山記念奨

学会の奨学生 35 名の挨拶、財団奨学生の活動

紹介もあり、具体的に理解することができました。

また、長寿会員や新入会員の紹介、そして記念

講演として、戸張捷氏による講演がありました。

内容については後程、幹事報告でふれさせてい

ただきます。 

 

◎幹事報告             高栁良作幹事 

11 月 26 日、27 日の地区大会に参加してきまし

た。小倉ガバナーのお話の中で、2021 年 7 月時

点における会員数が、全盛期の 60 パーセントと

いうお話が印象に残りました。会員増強を自分

事として意識して努力したいと思います 

また大宅映子さんの講演の中で、現状が「後

退」していることに気が付いているのに見て見ぬ

ふりをしている、というお話を受けて我が身を振

り返りたいと思います。 

 自分のクラブの歴史をもう一度勉強して、現状

をよくするように努力をしたいと思います。 

新型コロナウィルス オミクロン株が国内で検

出されました。今後、夜間例会が予定されてい

ますが、神奈川県からの蔓延防止措置などがな

された場合には中止にすると理事会で確認がさ

れました。県からのアナウンスにはご留意くださ

い。 

◎例会⽇／毎週⽔曜⽇ ◎例会場／京急百貨店 10F バンケットルーム「リバージュ」  045（848）1111 
◎事務所／〒233-0002 横浜市港南区上⼤岡⻄ 1-13-23 ﾀｳﾝｻｲﾄ 41-302 号 TEL045（846）5111・FAX045（846）5129 
◎会⻑／⼤井 和⼦ ◎副会⻑／根本 雄⼀ ◎幹事／髙栁 良作 ◎会報委員⻑／坂巻 照代 
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Weekly Report 



11 月 29 日に理事会が開催されました。対面と

ZOOM のハイブリッドで行われましたが、問題

なく運営できました。今後も同様の形式で実施し

ます。 

（追記）次回理事会は 12 月 27 日 18時 30 分～

です。 
 
◎ゲストスピーチ         
   NPO法人ＲＳＰファクトリーＪＡＰＡＮ理事長 

     ＲＳＰファクトリー横浜 細川 栄一様 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【細川様の紹介】           坂巻照代会員 

本日お越しいただきました、NPO法人 RSP ファ

クトリーJAPAN 理事長の細川様と私は同業で

以前からの知り合いです。特に弊社社長の坂巻

健一郎とは NPO法人 RSP ファクトリーで一緒に

活動をしている仲良しです。 

細川様は阪神淡路大震災から、被災者支援や

中小企業の復興支援をされていらして 3.11 の東

日本大震災より本格的にBCP に取り組み、中小

企業の強靭化に取り組まれています。とことん

現場での実践主義で、体で取り組むコンサルテ

ィングが評価を得ていらっしゃいます。 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

災害に強い企業と人創り 

「中小企業強靭化計画と BCP」 

パンデミックの状況はそして、これから何が起

こるのか。 

＜戦争死者数＞ 

第一次世界大戦 850万人 

第 2次世界大戦 5000万人とも 8500万人とも 

ベトナム戦争   140万人 米 6万人弱 

 

＜疫病死者数＞ 

ペスト  ヨーロッパの人口の 30%が死亡したと

言われている。 

コレラ  日本では 1800 年代に 2度の流行、合

わせて 20万人が死亡。  

天然痘 5600万人 

スペイン風邪 世界で 4000万人、日本で 45万

人が死亡。 

ＡＩＤＳ 3200万人 

エボラ 1万 30000 人 

新型コロナ（11 月 29日現在） 

世界感染者 650万人 

世界死者数 150万人 

日本感染者 173万人 

日本死者数 18,358人 

鳥インフルエンザ WHOがパンデミックの警告 

致死率が高く、若者のサイトカインが発生しやす

い。アジア、ロシア、ヨーロッパが危険エリア。 

 

＜脅威となる自然災害＞ 

首都圏直下型地震・東海地震・東南海地震・南

海地震・富士山の噴火。 

活断層地震（三浦断層）・洪水・土砂崩れ。 

 

対策を事前にした場合としていない場合どれだ

け会社経営が変わってくるか。ちょっとシミュレー

ションしてみましょう。あなたはどちらの社長にな

りますか？事業継続力強化計画 BCP の重要性

をお判りいただいたと思います。計画立案支援、

対策訓練、運用支援、皆様の事業継続や強化

を私たちがサポートいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



◎委員会報告 

①親睦委員会         松村壮一郎委員長 

新年夜間例会について 2022 年 1 月 26 日（水） 

 

②国際奉仕委員会       宮島秀晴委員長 

小倉ガバナーより、セネガル・ベトナム向け識字

率向上支援 図書寄贈プロジェクト参加のご紹

介があり、読み書きの出来ない子供たちに、 

各国 セネガル 1冊あたり￥700 目標 1万冊 

ベトナム 1冊あたり￥300 目標 1千冊 

の協力要請がありました。本件を次回理事会に

て、話合い、後日改めて例会にてご報告させて

いただきます。 

 

◎ニコニコボックス        松村壮一郎委員 

セブポートセンターRC 小池雅生様 

今年も大変お世話になりました。来年も宜しくお

願い致します。 

 
大井会長  
セブ RC小池様ようこそいらっしゃいました。 
NPO法人RSPファクトリーJAPAN細川様の卓話 
楽しみにしております。 
 
高栁幹事 
地区大会お疲れ様でした。 
NPO法人RSPファクトリーJAPAN細川様の卓話
楽しみにしております。 
 
坂巻会員 
小池様お久しぶりです。NPO法人 RSP ファクトリ 
ーJAPAN 細川様ようこそいらっしゃいました。 
細川様の卓話楽しみにしております。 
 
淺井会員 
NPO法人RSPファクトリーJAPAN細川様の卓話
楽しみにしております。 
 
松村会員 
NPO法人RSPファクトリーJAPAN細川様の卓話
楽しみにしております。 
 
上杉会員 
淺井会員様先日はいろいろお手数をお掛け致し
ました。ありがとうございました。NPO法人 RSP
ファクトリーJAPAN 細川様ようこそいらっしゃい
ました。卓話楽しみにしております。 
 
櫻井会員 宮下会員 海野会員 
セブ RC小池様ようこそいらっしゃいました。 
NPO法人RSPファクトリーJAPAN細川様の卓話
楽しみにしております。 
 

宮島秀晴会員 
NPO法人 RSP ファクトリーJAPAN 細川様ようこ
そいらっしゃいました。 
 
福嶋会員 
NPO法人RSPファクトリーJAPAN細川様御苦労 
様です。 
 
北見会員 
会員誕生日祝頂きましてありがとうございまし
た。 
 
 （同じ内容の方はまとめて掲載） 
 
ニコニコボックス本日合計 26,000円 
ニコニコボックス 累 計 207,000円 

 
◎米山チャリティボックス     

櫻井会員 坂巻会員 宮下会員     3 名 
  

米山ﾁｬﾘﾃｨﾎﾞｯｸｽ本日合計 3,000円 

米山チャリティボックス累計 50,000円 
 
 

◎次週の予定       阿曽輝彦会員の卓話 
 
◎会報                北見丈治委員 
   


